
　メリークリスマス!と言ってもロータリーでは

未だ半分・・・何とか半分が無事過ぎようとして

います。これも会員の皆様、またそれをいつも支

えて頂いているご家族の皆様のおかげであると感

謝いたしております。あと半年、一生懸命務めま

すので何卒ご協力の程宜しくお願いいたします。

　本日はインターコンチネンタルホテル大阪での

クリスマス家族移動例会です。多数のご家族の皆

様、ようこそお越し下さいました。心より歓迎申

しあげます。

　当ホテルでは早5回目のクリスマス（5年目）を

迎えます。思い起こせば5年前・・・あのすばら

しいソプラノ歌手・田中郷子さんの歌声をもう一

度と思い、勝手ながらご指名させていただきまし

た。この大変お忙しい時期にご無理を申しまして

誠にありがとうございます。これもご紹介頂きま

した、藤原会員の奥様のおかげだと感謝いたして

おります。　

　それでは、今宵ひと時大いに楽しみましょう
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　  平成29年12月18日 第1493回例会　№1492

新田　耕平会員　昭和23年11月25日

池田　吉清会員　昭和23年11月29日

高原誠一郎会員　昭和38年11月30日

新谷　秀子様　　昭和13年11月 1日

國司　悦子様　　昭和48年11月28日

10月のお誕生日お祝い

12月18日(月)

例 会 休 会

プログラム・会報広報雑誌小委員会
担当 親睦活動・出席・歌唱小委員会

11月のお誕生日

会長の時間  　　会長  岸添広一

12月25日(月)

「クリスマス家族移動例会」 例 会 休 会

（元旦のため）

幹　事　報　告

①本日例会終了後、年次総会が開催されます。閉会

　点鐘後もそのままご着席の程、よろしくお願いい

　たします。

②来週12月18日の例会は、クリスマス家族移動例会

　です。場所はインターコンチネンタルホテル大阪

　で、18：30開始です。

③来年1月5日の新年移動例会は、不死王閣にて

　18：30より開始します。池田駅前より会員の皆様

　は18：00に、理事会参加メンバーは16：40にバス

　が出ます。

④地区より、ロータリー財団補助金管理セミナーの

　ご案内が届いております（田中会長エレクト、会

　長ノミニー、次年度ロータリー財団委員長宛）。

⑤本日、1月度の例会出欠の回覧をいたします。

⑥国際ロータリー日本事務局より、ポール・ハリ

　ス・フェロー（PHF）の感謝状とピンバッジが、

　また　マルチプルPHFのピンバッジが届いており

　ます。

 中西会員　ＰＨＦ

 岸添会長　第1回マルチプルＰＨＦ

 池田会員　第1回マルチプルＰＨＦ

 松室会員　第1回マルチプルＰＨＦ

 正岡会員　第4回マルチプルＰＨＦ

 谷口会員　第5回マルチプルＰＨＦ

（2ページ目に写真を掲載しています）



　
ポール・ハリス・フェロー表彰状・ピンバッジ授与

谷口会員　第5回マルチプル　PHF

正岡会員　第4回マルチプル　PHF

岸添会長　第1回マルチプル　PHF

池田会員　第1回マルチプル　PHF

松室会員　第1回マルチプル　PHF

中西会員     　PHF

●財団認証ポイントとは

年次プログラム基金またはポリオ・プラスを通じて

ロータリー財団に寄付をした方、あるいは財団補助

金の提唱者負担金として寄付をした方に授与される

ものです。これらの寄付をした方には、1米ドルにつ

き1ポイントが与えられます。

●財団認証ポイントが使用できる認証の機会

ポール・ハリス・フェロー

ポール・ハリス・フェローの認証は、直接寄付また

は累積額のいずれかの形で、年次プログラム基金、

ポリオ・プラス、国際財団活動資金（WF）に対し、

または財団補助金の提唱者寄付として、1,000 米ド

ル以上を寄付した個人への感謝を表するための認証

であり、認証状と認証ピンが贈られます。

マルチプル・ポール・ハリス・フェロー

マルチプル・ポール・ハリス・フェロー認証は、最

初の1,000ドルの後に行われる寄付 1,000ドルごとに

（例：2,000ドル、3,000ドルなど）授与されます。

認定は、寄付額のレベルに相当する宝石の付いた襟

ピンの贈呈をもって行われます。

file:///C:/Users/user/Downloads/foundation_recogn
ition_points_fact_sheet_ja%20(5).pdf

MyRotaryより



　　

ガバナー月信9月号より

ポール・ハリス・フェローの認証
（以下抜粋）

 ポール・ハリス・フェローとは、国際ロータリ

ーのロータリー財団に1,000米ドル以上の寄付し

た人、または名義人を称える認証です。

 ポール・ハリス・フェローの認証は、1957年、

当時唯一の財団プログラムであり、国際親善奨学

金の前身となった「Rotary Foundation Fellow-

ships fpr Advanced Study（高等教育のためのロ

ータリー財団フェローシップ）」への寄付に対す

る謝意を示し、さらなる支援を向上させるために

設立されました。

 初期のポール・ハリス・フェローには表彰状が

授与されていましたが、1969年にハワイで行われ

たホノルル国際大会を皮切りに、メダルの贈呈が

行われるようになりました。このメダルは、当時

の財団管理委員であった湯浅恭三氏のもと、日本

人のメタルアーチストであるフィジュー・ツダさ

んによってデザインされました。今日、ポール・

ハリス・フェローには表彰状とピンが贈呈され、

メダルは任意で購入するというかたちになってい

ます。

 ロータリアンは、ほかの個人に感謝の意や敬意

を示すために、ロータリー財団に寄付する伝統を

もっています。1978年、ヴァン・テイラー地区ガ

バナーは、結婚34周年を記念してイダ・レトゥー

ル夫人の名の下に寄付を行い、同夫人は25,000人

目となるポール・ハリス・フェローの認証を受け

ることとなりました。

 1979年の国際協議会で、当時のジェームス・ボ

ーマー会長エレクトが、クラブからロータリアン

以外で一人のポール・ハリス・フェローを出そう

と、各クラブに激励の言葉を送りました。続く

1980年、米国メリーランド州のパイクスヴィル・

ロータリー・クラブがマザー・テレサの名の元に

寄付を行いました。同様に、マサチューセッツ州

ケープコッド地域のクラブが協同寄付を行い、エ

ンターテイナーであるパール・ベイリーさんにポ

ール・ハリス・フェローの認証を授けました。

 このほかにも多くの著名人がポール・ハリス・

フェローとして名を連ね、ジミー・カーター元ア

メリカ大統領、ボリス・エリツィン元ロシア大統

領、アポロ13号の船員であったジェームス・ラヴ

ェル飛行士、国連のハビエル・ペレス・デ・クエ

ヤル事務総長、ポリオ・ワクチンを開発したジョ

ポール・ハリス・フェローについて ナス・ソーク博士などがポール・ハリス・フェロ

ーとなっています。

 2006年、ポール・ハリス・フェローの数は100万

人に達しました。

https://www.rotary.org/ja/history-paul-harris-
fellow-recognition

疾病予防と治療月間 リソースのご案内

　国際ロータリー日本事務局よりお知らせいただ

いた12月の月間によせてのリソースをご案内させ

ていただきます。

<出版物>
●ロータリーの重点分野ガイド
file:///C:/Users/ユーザー/Downloads/965ja.pdf
（6・7 ページに疾病予防と治療に関する情報がご

ざいます。）

<映像資料>
●世界でよいことをしよう：疾病と闘う　
https://vimeo.com/35638836
（HIV 孤児たちに希望を与えるロータリアンの闘

いの様子です。[2分41秒]）

●ウクライナでよいことをしよう
https://vimeo.com/55969604　
（最新の医療機器がロータリーからの支援で導入さ

れたことにより、20 年間で 1400 人以上もの心臓

病の子どもたちが救われております。[3分29秒]）

<ウェブ掲載記事>
●「あっちのほう」から「ここ」へ：人びとの生活を変え
るトイレ
https://rotaryblogja.wordpress.com/2017/03/28/「あっ
ちのほう」から「ここ」へ-人びとの生活/#more-443
（フィリピンにおけるトイレ、水と衛生、寄生虫

感染や下痢性感染の治療と予防に関するグローバ

ル補助金プロジェクトの記事です。）

●パキスタンでポリオ「ゼロ」をめざして
https://www.rotary.org/ja/new-polio-strategy-
working-pakistan 
（パキスタンのポリオ撲滅活動の実情と、さまざ

まな困難と向き合いながら活動する、ワクチン投

与従事者の記事です。）

●インドでの眼科医療の改善に力を注ぐロータリアン
https://www.rotary.org/ja/news-media/indian-
hospital-project-eye-opening
760人に無料の白内障手術が提供され、その他の眼病

に悩む人たち 2,500人に対しても治療が行われた、

インドのグローバル補助金プロジェクトの記事です。



 　
　　　

 前々々例会 11月13日分のメークアップ　　　

  新谷会員　11月11日 RI第2660地区2017-2018年度地区大会　
　　　　　　　　　　　　　　　　出席（出席免除者）

　長嶋会員　11月11日 RI第2660地区2017-2018年度地区大会　
　　　　　　　　　　　　　　　　出席（出席免除者）　
     

1492 回 1489 回

Ａ 会員数 31 名 31 名

Ｂ 出席免除者数 5 名 5 名

Ｃ 出席義務者数 Ａ-Ｂ 26 名 26 名

Ｄ 出席義務者欠席数 名 　3 名

Ｅ 出席義務者出席数 Ｃ-Ｄ 23 名 23 名

Ｆ 出席免除者出席数 3 名 3 名

Ｇ メークアップ数 0 名

出 席 率 　 ％ ８９.６６％ 　８９.６６％

補 正ホーム

例会日

例会回数

 2017年12月11日 2017年11月13日

ホーム出席率(本日)=(E+F)÷(C+F) 補正出席率=(E+F+G)÷(C+F)
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出　席　報　告

　

卓　　話

　今回で3回目の卓話当番となります。

　常日頃から皆様には大変お世話になりありがと

うございます。

　つたないお話になるかなと思いながらもこの原

稿を手に取っています。やはり職業人として自分

のお仕事、美容師のお話。髪について色んなお話

の切り口を考えながら少しでも皆様のためになれ

ば良いと思っています。自分の仕事を知って頂く

事で、髪のお悩みなどありましたらいつでもお声

掛けして下さい。

　髪は長い友達と書きますけど、私にとってロー

タリーも長い友達。これからもよろしくお願いし

ます。

奥村　雅一 会員

「髪について」

ニ  コ  ニ  コ  報  告

岸添　広一　会長 …

沢田　武司　幹事 …

岡本　　厚　会員 …

奥村　雅一　会員 …

今日は大変風が強かったので、少
しセットがみだれました。

クルマが替わりました。また仕
事頑張ります。本日結婚記念日
です。

欠席おわび

卓話当番よろしくお願いします!!

合 計　9,000円　 累 計　541,000円

2019～2020年度　会長候補者

岡本　　厚　会員

2018～2019年度　役員･理事等候補者

会　長 役員・理事 　田中　隆弥

直前会長 役員・理事 　岸添　広一

会長エレクト 役員・理事 　岡本　　厚

幹　事 役員・理事 　高原誠一郎

副会長 役員・理事 　藤原　史郎

副会長 役員・理事 　服部　潤承

会　計 役員・理事 　乾　　禎則

会場監督 　理　事　　　沢田　武司

理　事　　　松室　利幸

理　事 池田　吉清

理　事（兼）藤原　史郎

理　事 今井　卓哉

副幹事  　 　青井　秀浩

理　事（兼）松室　利幸

会計監事   　中西　博之

ニ コ ニ コ 報 告

創立35周年記念事業
実行委員長


